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遠野遺産マップ
第１～６回認定（平成 24年３月現在）

名　称 町 地図位置

１ 遠野七観音・山谷観音 小友 ５－ C

２ 遠野七観音・松崎観音 松崎 ４－D

３ 遠野七観音・平倉観音 上郷 ５－E

４ 遠野七観音・鞍迫観音 宮守 ５－ C

５ 遠野七観音・宮守観音 宮守 ４－B

６ 遠野七観音・栃内観音 土淵 ４－E

７ 遠野七観音・笹谷観音 附馬牛 ３－D

８ 宇迦神社拝殿及び旧跡一里塚石碑 遠野 遠野市街図

９ 山口の水車小屋 土淵 ４－E

10 飯豊の熊野神社と羽黒神社 土淵 ４－E

11 中妻観音堂 青笹 ５－D

12 辨財天様 青笹 ４－D

13 旧青笹村役場庁舎 青笹 ５－D

14 伊豆神社 上郷 ５－D

15 外山開墾記念碑と及川源次郎恒次の墓 小友 ６－B

16 鷹鳥屋の西国順禮塔 小友 ５－ C

17 火渡の石碑群 附馬牛 ３－D

18 谷地館の址と八幡宮 綾織 ５－ C

19 西風舘 綾織 ５－ C

20 辷田峠一里塚 上郷 ５－E

21 山口デンデラ野 土淵 ４－E

22 カッパ淵～蓮池川水域 土淵 ４－D

23 呼ばれ石 宮守 ４－B

24 遠野太神楽 遠野 遠野市街図

25 遠野南部ばやし 遠野 遠野市街図

26 綾織鹿踊り 綾織 ４－ C

27 青笹しし踊り 青笹 ５－D、E

28 一日市のお雛見 遠野 遠野市街図

29 新精霊 小友 ６－ C

30 大日山のさくらと赤松 遠野 ４－D

31 不動巖と巖龍神社 小友 ５－ C

32 寺沢川渓谷 宮守 ３－ C

33 上中宿の熊野神社と石碑群 綾織 5 － C

34 菅原神社 附馬牛 ３－D

35 元八幡宮境内地及び夫婦杉桜 松崎 ４－D

36 伝承園とその周辺 土淵 ４－D

37 荒神神社 青笹 ５－E

38 貞任水芭蕉群生地 土淵 ４－E

39 重湍渓 附馬牛 ２－D

40 琴畑渓流と白滝不動尊 土淵 ３－F

41 又一の滝とお不動さま 附馬牛 １－D

42 日出神社 上郷 ６－E

43 達曽部八幡神社 宮守 ３－B

44 獅子一吼百獣脳烈の碑と獅子踊供養塔 小友 ６－ C

45 乳神様（金勢様） 綾織 ４－ C

46 山崎金勢様 土淵 ４－E

47 八坂神社と馬子繋ぎ 小友 ５－B

48 早池峰しし踊り 附馬牛 ３－D

49 下郷さんさ踊り 宮守 ４－B

50 長泉寺かやの木 宮守 ５－ C

51 稲荷穴 宮守 ３－ C

52 小黒沢の伊豆権現とその周辺 小友 ５－ C

53 天王様とモミの木 土淵 ３－E

54 石上神社 綾織 ４－ C

55 能傳房神社 小友 ６－ C

56 荒川駒形神社 附馬牛 ３－D

57 神遣神社 附馬牛 ３－D

名　称 町 地図位置

58 山口の薬師堂 土淵 ４－E

59 青笹八幡宮 青笹 ５－D

60 月山深山宮 青笹 ５－E

61 赤羽根稲荷神社 上郷 ６－E

62 妻の神の石碑群 松崎 ４－D

63 鍋倉城跡 遠野 遠野市街図

64 及川館一族の墓 小友 ５－ C

65 ダンノハナと佐々木喜善墓地 土淵 ４－E

66 氷口御祝 小友 ５－B

67 長野獅子踊り 小友 ６－ C

68 板澤しし踊り 上郷 ５－E

69 佐比内しし踊り 上郷 ５－E

70 細越獅子踊り 上郷 ６－ E

71 行山流湧水鹿踊 宮守 ３－B、C

72 湧水神楽 宮守 ３－B、C

73 小友町裸参り 小友 ５－ C

74 千本カツラ 小友 ６－ C

75 藤沢の滝 小友 ６－ C

76 多賀神社と御神木 遠野 遠野市街図

77 加茂神社と御神木の桜 遠野 ４－D

78 羽黒堂と羽黒岩 綾織 ４－ C

79 見ざる・言わざる・聞かざるの石碑群と早池峰古道 附馬牛 ３－D

80 角城館麓の神社群 土淵 ４－E

81 角羅神社 小友 ６－ C

82 村兵稲荷神社（金ヶ澤稲荷神社） 松崎 ４－D

83 八坂神社 青笹 ５－D

84 阿曽沼公歴代の碑 松崎 ４－D

85 飢饉の碑 松崎 ４－D

86 清心尼公の碑 松崎 ４－D

87 小友村道路元標と追分の碑 小友 ５－ C

88 早池峰　古の登山道 附馬牛 １－D

89 近江弥右衛門の墓 上郷 ５－E

90 砥森神社と本宮五輪塔 宮守 ４－B

91 太郎淵 松崎 ４－D

92 田屋の大杉 綾織 ４－ C

93 長松寺のしだれ栗 綾織 ４－ C

94 篠神社と桜 小友 ５－ C

95 母也明神と巫女塚 松崎 ４－D

96 横田城跡及び彼岸桜と山桜 松崎 ４－D

97 駒木鹿子踊りと角助の墓 松崎 ４－D

98 鹿込小学校跡地のイロハモミジと二宮金次郎像 宮守 ４－B

99 めがね橋周辺の景観 宮守 ４－B

100 綾織駒形神社 綾織 ５－ C

101 高坪の宇迦神社 小友 ６－ C

102 諏訪神社 松崎 ４－D

103 倭文神社 土淵 ４－D

104 安戸の正一位稲荷神社 青笹 ５－E

105 平野原の神明神社 上郷 ５－E

106 小友の水路供養塔 小友 ５－ C

107 塚沢神社と奉安殿 宮守 ４－B

108 綾織愛宕神社 綾織 ４－ C

109 繋稲荷神社 上郷 ６－E

110 石上神楽 綾織 ４－ C

111 石上不動岩幻の滝 綾織 ４－ C

112 新山神社と御神木のヒバ 附馬牛 ３－D

113 米通の山の神 土淵 ３－E

114 六角牛神社 青笹 ５－E
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附 馬 牛

綾　織

宮　守

松　崎

附
馬
牛
・

松
崎 

エ
リ
ア

宮守・綾織
エリア

� 又一の滝とお不動さま

早池峰  古の登山道 �

� 重湍渓

� 荒川駒形神社

� 火渡の石碑群

� 妻の神の石碑群

� 駒木鹿子踊りと
     角助の墓

� 太郎淵

�
飢饉の碑

� 横田城跡及び
     彼岸桜と山桜

�  見ざる・言わざる・聞かざるの石碑群と
     早池峰古道

神遣神社  �

遠野七観音・笹谷観音
❼

遠野七観音・松崎観音
❷

早池峰しし踊り �

菅原神社 �

母也明神と巫女塚 �

元八幡宮境内地及び夫婦杉桜 �

阿曽沼公歴代の碑 �
村兵稲荷神社（金ヶ澤稲荷神社） �

新山神社と御神木のヒバ ●112

諏訪神社 ●
清心尼公の碑 �

102

達曽部八幡神社
�

稲荷穴 �

寺沢川渓谷 �

呼ばれ石 �
下郷さんさ踊り

�

砥森神社と本宮五輪塔 �

遠野七観音・宮守観音 ❺

遠野七観音・鞍迫観音 ❹
長泉寺かやの木 �

田屋の大杉 �

� 鹿込小学校跡地の
     イロハモミジと
     二宮金次郎像

� めがね橋周辺の景観

塚沢神社と奉安殿 ●107
石上不動岩幻の滝 ●111

� 行山流湧水鹿踊
� 湧水神楽
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綾　織

小　友

土　淵

青　笹

上　郷

遠　野

綾
織
・
小
友

エ
リ
ア

土淵・遠野
青笹・上郷
エリア

� 外山開墾記念碑と
     及川源次郎恒次の墓

八坂神社と馬子繋ぎ �
不動巖と
巖龍神社

�

� 氷口御祝

� 千本カツラ

能傳房神社 �

� 小黒沢の伊豆権現と
     その周辺 

� 新精霊
  � 長野獅子踊り 

� 角羅神社

� 篠神社と桜

� 鷹鳥屋の
     西国順禮塔

❶ 遠野七観音・
　  山谷観音

� 谷地館の址と
     八幡宮

綾織鹿踊り
�

� 石上神社

羽黒堂と羽黒岩
�

長松寺のしだれ栗
�

�
西風舘

� 及川館一族の墓

●
綾織駒形神社

100

綾織愛宕神社
●108

乳神様（金勢様） �

藤沢の滝 �

獅子一吼百獣脳烈の碑と
獅子踊供養塔

�

● 高坪の宇迦神社101

� 琴畑渓流と白滝不動尊

� 天王様とモミの木

❻ 遠野七観音・栃内観音

� 山崎金勢様

� ダンノハナと佐々木喜善墓地
�

山口デンデラ野

� 加茂神社と御神木の桜

� 

鍋
倉
城
跡

� 

多
賀
神
社
と
御
神
木

伝承園とその周辺 �
カッパ淵～蓮池川水域 � ❾

山口の水車小屋

角城館麓の
神社群

�

� 貞任水芭蕉群生地

� 山口の薬師堂

倭文神社 ●103

● 安戸の正一位稲荷神社104

● 六角牛神社114

� 遠野南部ばやし

遠
野
太
神
楽 

�

中妻観音堂 �

大日山のさくらと赤松
�

�
一日市のお雛見

� 八坂神社

� 旧青笹村役場庁舎

� 月山深山宮

� 荒神神社

� 佐比内しし踊り

� 細越獅子踊り

� 日出神社

� 辷田峠一里塚

� 近江弥右衛門の墓
遠野七観音・平倉観音 ❸

伊豆神社 �

赤羽根稲荷神社 �

飯豊の熊野神社と羽黒神社
�

辨
財
天
様 

�

平野原の神明神社 ●105

繋稲荷神社 ●109

� 上中宿の熊野神社と
     石碑群

小友村道路元標と追分の碑 �
小友の水路供養塔 ●106

� 小友町裸参り

❽ 宇迦神社拝殿及び
     旧跡一里塚石碑

� 板澤しし踊り

青笹八幡宮 � � 青笹しし踊り

● 石上神楽110

米通の山の神
● 113
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平成 23 年度
第６回認定 遠野遺産

　平成 19 年度にスタートし５年目を迎えた遠野遺産認定制度。
　市民が慣れ親しみ郷土の誇りとして守ってきた「地域の宝」を将来まで継承し、
またその保存や活用の活動そのものを地域の元気につなげていくための制度で
す。 
　平成 23 年度は８件推薦があり、調査を行った結果そのすべてが遠野遺産にふ
さわしいと認められました。 

　江戸時代の中頃、近隣に火災
が多かったため見張所を置いた
場所に、社を建立して瀬織津姫
命を祀ったのが始まりとされ、
火伏の神として信仰を集めてき
た。百段余りある石段を上りつ
めたところに、早池峰山を拝む
形で鎮座している
　例年８月下旬に例祭が行われ、
地元の郷土芸能が奉納される。

　綾織町砂子沢地区で伝承される神人系神
楽。明治２年（1869）に、地区の者が２～
３人で附馬牛村大出に通って「大出神楽」
を習得し、舞うようになった。その後石上
神社の附属神楽となる。
　第二次大戦によりしばらくの間途絶えて
いたが、昭和の終わり頃に復活。平成 19 年

（2007）からは綾織町山口地区民と共に伝
承活動を実施している。

　元禄 16 年（1703）に南部家家臣で平倉の領主福
田氏が、二戸郡鎮守の神として祀られていたもの
を当地に勧請したときに始まり、享保 19 年（1734）
には新たに堂を建立したとされる。
　麓の鳥居から社に続く参道にはすべて花崗岩の
切石が敷かれ、寄進碑（嘉永４年建立）によれば
弘化 4 年（1847）に作られたとあり、平倉村の村
社として厚い信仰を集めたことがうかがわれる。

　石上不動岩幻の滝は、『遠野物語』
に登場する遠野三山の一つ石上山の
中腹にある直下 20 ｍ、水の流れる幅
はおよそ 30 ｍほどある。
　普段は水量がなく岩のみがそびえ
立っているが、雨の後など水量が増し
たときだけ滝になることから「幻の滝」
と称されている。

第108号・有形遺産

第110号・無形遺産

第109号・有形遺産

第111号・自然遺産

綾
あやおりあたごじんじゃ

織愛宕神社

石
いしがみかぐら

上神楽

繋
つなぎいなりじんじゃ

稲荷神社

石
いしがみふどういわまぼろしのたき

上不動岩幻の滝

六角牛神社の権現様 

推薦者：綾織町第４区自治会
所在地：綾織町上綾織 36 地割 12 番地

推薦者：上郷８区自治会
所在地：上郷町平倉
　　　　１地割 62 番地

推薦者：綾織町第３区自治会
所在地：綾織町鵢崎５地割
　　　　蓬畑地区石上山内

推薦者：石上神楽保存会
所在地：綾織町鵢崎

　草創の時期は不明で享保 15 年（1730）再興、安政７年（1860）再建とされる。境内に
は周囲約７ｍの巨木のヒバがある。
　明治維新の後、新山大権現を新山神社と改称。元は「しんざん」と呼び、早池峯神社の
前身である大出の新山宮の里宮であり、早池峰山の遥拝所であった。
　昭和になって再建された神殿は、外壁にも意匠を凝らした彫刻が施されるなど装飾性の
高さが特徴である。

　神社の堂内の右半分に山の神、左半分にお稲荷
様が祀られている。山の神の石碑は多いが、米通
地区の山の神は斧と刀を携えたご本尊が祀られて
いて大変珍しい。
　12 月 12 日は山の神の年越しの日で、山仕事に
携わる人は入山を慎み仕事を休んで年越しを祝
うしきたりがあるが、米通では集落単位でこの行
事を行っていることが特徴的である。

　戦前まで旧宮守村の村社であり、砥森山がご神体で山頂に奥の院がある。
　延暦年間（782-806）に、坂上田村麻呂が東征の際に砥森山頂で勝利の願いを込めて
明神の祠を建てて祀ったのが始まりと言い伝えられ、明治維新の際に「砥森神社」に
改め日本武尊（やまとたけるのみこと）を祀った。
　境内には推定樹齢 300 年のアカマツが２本ある。また地内の五輪塔がある場所は五
輪塔古墳であると言われ、大正 14 年（1925）ごろに室町時代の人骨と木片・鉄片が
出土している。平成 21 年度に「砥森神社五輪塔」として遠野遺産認定。

　創建は不明だが、権現様と、明和８年（1771）と安永年間（1772
～ 1781）の記載のある神楽大権現の幟が奉納されている。ま
た境内には幹周４ｍの銀杏の大木がある。
　本社ができたのは明治 13 年（1880）頃で、はじめ中沢の六
神石神社と同様の字をあてていたが、その後混同しないよう

「六角牛」という字を使うようになったという。
　例祭は旧暦８月 15 日の前夜で、六角牛神楽と青笹しし踊り
が奉納される。

第112号・複合遺産

第113号・複合遺産

第 90号・有形遺産

第114号・複合遺産

新
にいやまじんじゃとごしんぼくのひば

山神社と御神木のヒバ

米
こめどおりのやまのかみ

通の山の神

砥
ともりじんじゃともとみやごりんとう

森神社と本宮五輪塔

六
ろっこうしじんじゃ

角牛神社

推薦者：附馬牛町第５区自治会
所在地：附馬牛町東禅寺７地割 93 番地２

推薦者：土淵町米通地区自治会
所在地：土淵町栃内９地割

推薦者：新町自治振興会
所在地：宮守町下宮守 31 地割 124 番地

推薦者：上糠前自治会
所在地：青笹町糠前 41 地割２ほか

遠野遺産認定件数一覧

平成23年度で、遠野遺産は合計114件になりました。

まだまだあるよね、地域の「たからもの」―

有形 無形 自然 複合 合計

61 18 11 24 114

新規認定

新規認定



遠野ふるさと村

神遣神社

笹谷観音

新山神社

重湍渓

大黒森

早池峰山

白森山

大麻部山

石上山

天ヶ森

耳切山

大森

一ツ石山

薬師岳
天野山

二ツ石山

一本椈山

見ざる・言わざる・
聞かざるの石碑群

菅原神社

火渡の石碑群

遠野馬の里

早池峯神社

荒川駒形神社

荒川高原牧場
（国選定重要文化的景観）

早池峰
国定公園
早池峰

国定公園

又一の滝と
お不動さま
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　古くから霊場として多くの信仰を集めた遠野三山の最
高峰・早池峰山の麓を守る附馬牛。
　猟師・始

し

閣
かく

藤蔵による早池峰山開山、慈
じ

覚
かく

大師の早池
峰山妙

みょう

泉
せん

寺草創、無
む

尽
じん

和尚による東禅寺草創と、附馬牛
は早池峰山を崇敬する人々の信仰の地でした。
　早池峰の美しい自然とともに、伝説を今に伝える石碑、
守られてきた古道、寺社にまつわる物語を訪ねてみよう。

遠野遺産をゆく
早池峰の麓

ふもと

、信仰と自然を巡る

附
つき

馬
も

牛
うし

町

　母神が三人の娘に、最も良い夢を見た
姫に早池峰山を与えると告げた。夜にな
り、一番姉の姫神に霊華が落ちたのを末
の姫神がそっと自分の胸にのせかえ、早
池峰を得た。姉二人はそれぞれ六角牛山・
石上山に行った。 （『遠野物語』第２話）

御神木のヒバは
周囲約７ｍ！ 菅原神社

　附馬牛三社の一つで祭日は旧暦の７月 25 日。『遠
野物語』序文に記述のある「天神の森」として有名で、
明治 42 年（1909）に柳田國男が初めて遠野を訪れ
た際に、菅原神社でしし踊りを見た。現在でも祭に
はしし踊りが奉納される。境内へと続く老杉の並木
が、歴史を感じさせる雰囲気である。

火
ひ

渡
わたし

の石碑群
　背後の田園風景とあいまった良好な景観で、様々
な刊行物の被写体となっている路傍の石碑群。有縁
無縁萬霊供養塔、西国巡礼塔、三峰山、馬頭観音、
庚申塔などがある。（大震災により倒壊したが修復）

荒川駒形神社
　中世に遠野を治めた阿曾沼氏の、
家臣であった佐々木氏が馬産の神を
祀ったことに始まる。遠方からの参
詣者も列を成すなど多くの信仰を集
め、多くの鳥居や絵馬が奉納された。
馬産地遠野を代表する神社である。
 （国選定重要文化的景観）

早池峰　古
いにしえ

の登山道
　遠野から早池峰山への登山道は、
早池峯神社に詣で、馬止めから横通
り、あるいは又一の滝を経由して小
田越に至り、そこから山頂を目指し
た。現在も登山愛好者などが辿る
コース。

神
かみ

遣
わかれ

神社
　早池峯神社に至る道の途中にある。早池峯二十末社の首座。
祭神として、遠野三山の神霊を祀っている。「神

か み

遣
わかれ

」の名の起
源は、遠野三山の女神たちがここから三山に分かれたという伝
説によるものである。

遠野七観音・笹谷観音
　早池峰山妙泉寺を草創した慈覚大師が、一本の木から七体の
観音像を刻んで配置した遠野七観音の第七番札所。附馬牛山長
洞寺として大同２年（807）に創建されたと伝えられる。観音
堂は弘化５年（1848）の建築。本尊は勢至観音である。

新山神社と御神木のヒバ
　もとは十一面観音を祀り、明治維新後新山神
社と改めた。草創の年代は古く、今は “ にいや
ま ” と呼んでいるが、もとは “ しんざん ” と呼び、
早池峯神社の前進である大出の新山宮の里宮
であり、早池峰山の遥拝所であった。

又
また

一
いち

の滝とお不動さま
　薬師岳中腹にある、直下約 20m の滝
と傍らの不動明王を祀るお堂。諸国遍路
の六部が立ち寄り、「紀州那智の滝は海
内一と称されるが、これも亦海内一ノ滝
である」と嘆賞したことから「亦一の滝」
と呼ばれ、後に又一の滝と呼ばれるよう
になった。

重
ちょう

湍
たん

渓
けい

　小
こ

出
いで

地区の南方、猿ヶ石川上流にある
渓流。花崗岩の岩盤が階段状に浸食され、
畳を何枚も敷いたように対岸近くまで連
なる。昭和 25 年に釜石線全通記念とし
て一般公募された沿線八景の一つ。

　無尽和尚が、早池峰山の神霊が白
馬に乗って現れたお姿を書き写そう
としたが、写し終わらないうちに消
え去り、片耳を映しかねてしまった。
この片耳の欠けたままの馬の絵を
祀ったのがこの駒形神社であるとい
う。

見ざる・言わざる・聞かざるの石碑群と
早池峰古道
　早池峰山へ向かう古道に建ち並んだ石碑群。目、耳、口を塞
いだ三猿を刻んだ石碑など８基が建ち並んでいる。三猿の石碑
は庚申塔で、庚申信仰が長く続いた記念に建てたもの。

早
はや

池
ち

峰
ね

しし踊り
　幕踊り系しし踊り。張山、上柳、東禅寺の３団体を合わせて

「早池峰しし踊り」と称する。一説には江戸時代の中頃に遠州（静
岡県西部）で習い覚えてきたと伝えられる。昭和 49 年に県指
定無形民俗文化財に指定。
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おらほの
遺産活用術
「遠野遺産認定制度」では認定を受けることがゴールではなく、
認定を受けることがスタートなのです。
認定を受けた遠野遺産を舞台に、住民と行政が協働して様々な保護・活用が展開されています。
ここでは、遺産を積極的に活用して地域の絆を深めた事例を紹介します。

Case
001

Case
002

遺産第 78号　羽
は

黒
ぐろ

堂
どう

と羽
は

黒
ぐろ

岩
いわ

羽 黒 堂 環 境 整 備 事 業
所在地：遠野市綾織町新里８地割　推薦団体：綾織町第 1 区自治会

認定第65号　ダンノハナと佐
さ

々
さ

木
き

喜
き

善
ぜん

墓
ぼ

地
ち

ダ ン ノ ハ ナ 公 葬 地 通 い 道 路 整 備 事 業
所在地：土淵町山口２地割　　推薦団体：山口自治会

　羽黒堂の創建は平安時代にまで遡るともいわれ、『遠野物語拾遺』第 10 話には、堂の後ろにある羽黒岩が松の木と「おがり（成長）
くらべ」をしたという伝説があります。
　堂篭りなどの伝統的な風習が今も行われています。

　ダンノハナの共同墓地には、『遠野物語』の話者・佐々木喜善の墓があります。
　ダンノハナは、山口集落を挟んでデンデラ野に向かい合う東側の丘にあり、生の空間の集落、死の空間のダンノハナ、その中間がデ
ンデラ野として解釈される意味深い場所です。

結の歴史も
　今に伝える

文化的な景観にも配慮

　遠野遺産認定をきっかけに、「みんなで築くふる
さと遠野推進事業補助金」を活用し、お堂の補修
や階段の整備、崩れかけていた鳥居の補修などを
実施。地元の大工さんが腕をふるい、鳥居として
使用した栗材の磨き作業もすべて地域住民で行い
ました。
　整備の際には、地域の古老に謂

いわ

れなどを聞き、
参道に打つ杭は景観に配慮した風合いのものを選
ぶなど、羽黒堂の姿や雰囲気を維持するようしっ
かりと計画されました。
　大震災の年に行った大事業。古くから普請の調
整など「結」の場だった羽黒堂で行われた久し振
りの共同作業は、地域の絆を一段と深くしました。
　現在は、羽黒堂に伝わる古文書を解読する勉強
会の準備中。また、次の堂篭りには子供たちも入
れたいと、次の世代に地域の歴史を伝えるよう、
未来を見据えた活動をしています。

　ダンノハナは山の斜面にあり、冬期間はお彼岸の頃までお墓参り
や埋葬をすることができませんでした。
　そこで公葬地の裏手に抜ける旧道を拡幅し、長さ 300 ｍ幅３ｍ
の道路を整備。お年寄りも車で安心してお参りできるようになりま
した。
　山口地区は「国の重要文化的景観」の選定を目指している場所。
ふるさとの歴史を今に伝える景観を損ねないよう、集落から道路は
見えないような配慮もされています。
　集落の由緒を伝える墓地への道が、地元にとっても『遠野物語』
の世界を訪れる旅行客にとっても利便性の高い道となりました。

①お堂と境内周辺の整備

②老朽化していた
　階段の整備

③景観に配慮した資材を使用

④よいしょ！
　みんなで磨いた栗材の鳥居

④安心してお参りできる道路が完成⑤記念撮影！

①『遠野物語』に登場するデンデラ野

②急斜面で冬場は危険

③みんなで道路を整備
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Case
003

認定第 103 号　倭
ひ

文
どり

神
じん

社
じゃ

倭 文 神 社 境 内 整 備 事 業
所在地：土淵町土淵 1 8 地割 1 7 4 番地　　　推薦団体：土淵町第 1 0 区自治会

　「おもんじゅさま」と呼ばれ、古くから学問の神さまとして地域の信仰を集めている倭文神社。例祭は旧暦の 7月 25 日で、児童が
文字を大きく書いたものを奉納し、筆跡や学術の向上を祈願する習わしがあります。

境内の樹木を
　　　　神楽殿に

　里山美林活動で切り出した境内の杉を利用し、パイプ製
だった神楽殿をおもんじゅさまの雰囲気に合った建物とし
て改築設置しました。
　また遺産認定を機に参拝客の利便性を高めようと駐車場
の整備も実施しました。駐車場となる山のふもとは重機も
足をとられるほどの湿地帯。地域の皆さんが毎週末コツコ
ツ作業して、60 ～ 70㎝も掘り下げ、予定より多くの石を
敷きつめ整備しました。
　歴史ある趣をそのままに、だれもが参拝できる神社とし
て生まれ変わった境内で、平成 24 年８月、例大祭に合わ
せて土淵祭りを開催。昔ながらの雰囲気で行われるお祭り
のにぎわいは、観光客やカメラマンからも大好評でした。
　今後は「おもんじゅさま」にちなんだ合格祈願祭も行いた
いと、昔からの信仰をしっかりふまえた活動に意欲的です。

②毎週末コツコツ作業

③すっきり整備

④境内の木を活用

①神社のふもとを駐車場に

⑤完成後のお祭りは大賑わい

遠野遺産リスト（第１～５回認定）� （平成 24 年 3 月現在）

名　　　称 所　在　地 推　薦　者 種　別

１ 遠野七観音・山谷観音 遠野市小友町 37 地割１番地 小友町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

２ 遠野七観音・松崎観音 遠野市松崎町松崎 11 地割 81 番地１、82 番地、83 番地 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

３ 遠野七観音・平倉観音 遠野市上郷町平倉 47 地割 34 番地 上郷町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

４ 遠野七観音・鞍迫観音 遠野市宮守町上鱒沢 18 地割 79 番地２ 上鱒沢地区自治会 有形 建造物等

５ 遠野七観音・宮守観音 遠野市宮守町上宮守 4地割 上宮守文化振興会 有形 建造物等

６ 遠野七観音・栃内観音 遠野市土淵町栃内 15 地割 11 番地 土淵町久保自治会 有形 建造物等

７ 遠野七観音・笹谷観音 遠野市附馬牛町東禅寺 13 地割 附馬牛町 5区自治会 有形 建造物等

８ 宇迦神社拝殿及び旧跡一里塚石碑 遠野市中央通り 1番 18 号 一日市商店街振興協同組合 有形 建造物等

９ 山口の水車小屋 遠野市土淵町山口 2地割 9番地 土淵町山口自治会 有形 建造物等

10 飯豊の熊野神社と羽黒神社 遠野市土淵町飯豊 2地割 102 番地、4地割 101 番地 2 土淵町飯豊自治会 有形 建造物等

11 中妻観音堂 遠野市青笹町青笹 32 地割 23 番地 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

12 辨財天様 遠野市青笹町糠前 21 地割 35 番地 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

13 旧青笹村役場庁舎 遠野市青笹町青笹 13 地割１番地８ 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

14 伊豆神社 遠野市上郷町来内 6地割 20 番地 3 上郷町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

15 外山開墾記念碑と及川源次郎恒次の墓 遠野市小友町 11 地割 147 番地／ 11 地割 147 番地 5 小友町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑、旧跡

16 鷹鳥屋の西国順禮塔 遠野市小友町 43 地割 小友町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

17 火渡の石碑群 遠野市附馬牛町上附馬牛 7地割 附馬牛町 1区自治会 有形 記念碑

18 谷地館の址と八幡宮 遠野市綾織町上綾織 24 地割 13 番地 綾織町 6区自治会 有形 旧跡

19 西風舘 遠野市綾織町新里 23 地割 100 番地 綾織町日影自治会 有形 旧跡

20 辷田峠一里塚 遠野市上郷町細越 2地割 5番地 上郷町地域づくり連絡協議会 有形 旧跡

21 山口デンデラ野 遠野市土淵町山口 5地割 土淵町山口自治会 有形 その他

22 カッパ淵～蓮池川水域 遠野市土淵町土淵 6、7、8、9、10、11、12、13 地割 土淵町地域づくり連絡協議会 有形 その他

23 呼ばれ石 遠野市宮守町上宮守 18 地割 上宮守文化振興会 有形 その他

24 遠野太神楽 遠野市大工町 遠野太神楽保存会 無形 芸能

25 遠野南部ばやし 遠野市上組町、穀町、仲町、一日市 南部ばやし保存協議会 無形 芸能

26 綾織しし踊り 遠野市綾織町中宿、砂子沢 綾織しし踊り保存会 無形 芸能

27 青笹しし踊り 遠野市青笹町 青笹町地域づくり連絡協議会 無形 芸能

28 一日市のお雛見 遠野市中央通り 上一日市おかみさんの会 無形 風俗慣習

29 新精霊 遠野市小友町長野地区 小友町地域づくり連絡協議会 無形 風俗慣習

30 大日山のさくらと赤松 遠野市遠野町 21 地割 120 番地 遠野町 15 区自治会 自然 植物

31 不動巖と巖龍神社 遠野市小友町 33 地割 4番地 小友町地域づくり連絡協議会 複合 自然・有形

32 寺沢川渓谷 遠野市宮守町上宮守 14 地割、15 地割 上宮守文化振興会 自然 地形

33 上中宿の熊野神社と石碑群 遠野市綾織町新里 19 地割 56 番地 2 綾織町 2区自治会 複合 複数の有形

34 菅原神社 遠野市附馬牛町下附馬牛 5地割 50 番地 附馬牛町 4区自治会 複合 有形・自然

35 元八幡宮境内地及び夫婦杉桜 遠野市松崎町光興寺 13 地割 84 番地 松崎町地域づくり連絡協議会 複合 有形・自然

36 伝承園とその周辺 遠野市土淵町土淵 6地割 5番地 1 土淵町地域づくり連絡協議会 複合 有形・無形

37 荒神神社 遠野市青笹町中沢 21 地割 青笹町地域づくり連絡協議会 複合 景観

38 貞任水芭蕉群生地 遠野市土淵町国有林内 土淵町地域づくり連絡協議会 自然 植物

39 重湍渓 遠野市附馬牛町 附馬牛町 3・7区自治会 自然 地形

40 琴畑渓流と白滝不動尊 遠野市土淵町国有林内 土淵町地域づくり連絡協議会 複合 有形・自然

41 又一の滝とお不動さま 遠野市附馬牛町国有林内 附馬牛町 7区自治会 複合 有形・自然

42 日出神社 遠野市上郷町細越 30 地割 上郷町 3区自治会 有形 建造物等

43 達曽部八幡神社 遠野市宮守町達曽部 14 地割 78 番地 達曽部地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

44 獅子一吼百獣脳烈の碑と獅子踊供養塔 遠野市小友町 21 地割 小友町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

45 乳神様（金勢様） 遠野市綾織町鵢崎 5地割 77 番地 綾織町 3区自治会 有形 その他

46 山崎金勢様 遠野市土淵町栃内 16 地割 土淵町山崎自治会 有形 その他

47 八坂神社と馬子繋ぎ 遠野市小友町 5地割 60 番地／鮎貝地区 小友町地域づくり連絡協議会 複合 有形・無形

48 早池峰しし踊り 遠野市附馬牛町張山、上柳、東禅寺地区 早池峰しし踊り保存会 無形 芸能

49 下郷さんさ踊り 遠野市宮守町下宮守下郷地区 下郷さんさ踊り保存会 無形 芸能

50 長泉寺かやの木 遠野市宮守町上鱒沢 13 地割 77 番地 上鱒沢地区自治会 自然 植物

51 稲荷穴 遠野市宮守町達曽部 54 地割 57 番地 達曽部地域づくり連絡協議会 自然 地形

52 小黒沢の伊豆権現とその周辺 遠野市小友町 47 地割 47 番地 小友町地域づくり連絡協議会 複合 複数の有形・無形

53 天王様とモミの木 遠野市土淵町栃内 5地割 45 番地 土淵町一ノ渡自治会 複合 有形・自然

54 石上神社 遠野市綾織町鵢崎 3地割 55 番地 2 綾織町 3区自治会 有形 建造物等

55 能傳房神社 遠野市小友町 26 地割 138 番地 小友町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

56 荒川駒形神社 遠野市附馬牛町上附馬牛 14 地割 附馬牛町 2区自治会 有形 建造物等

57 神遣神社 遠野市附馬牛町上附馬牛 15 地割 附馬牛町 7区自治会 有形 建造物等

58 山口の薬師堂 遠野市土淵町山口 2地割 189 番地 土淵町山口自治会 有形 建造物等



16

名　　　称 所　在　地 推　薦　者 種　別

59 青笹八幡宮 遠野市青笹町青笹 10 地割 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

60 月山深山宮 遠野市青笹町中沢 11 地割 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

61 赤羽根稲荷神社 遠野市上郷町平倉 41 地割 55 番地 上郷町 9区自治会 有形 建造物等

62 妻の神の石碑群 遠野市松崎町駒木 4地割 1番地 1 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

63 鍋倉城跡 遠野市遠野町 4、5、6地割 遠野町地域づくり連絡協議会 有形 旧跡

64 及川館一族の墓 遠野市小友町 16 地割 103 番地 小友町地域づくり連絡協議会 有形 旧跡

65 ダンノハナと佐々木喜善墓地 遠野市土淵町山口 2地割 土淵町山口自治会 有形 旧跡

66 氷口御祝 遠野市小友町氷口地区 氷口御祝保存会 無形 芸能

67 長野獅子踊り 遠野市小友町長野地区 長野獅子踊り保存会 無形 芸能

68 板澤しし踊り 遠野市上郷町板沢地区 上郷町地域づくり連絡協議会 無形 芸能

69 佐比内しし踊り 遠野市上郷町佐比内地区 上郷町地域づくり連絡協議会 無形 芸能

70 細越獅子踊り 遠野市上郷町細越地区 上郷町地域づくり連絡協議会 無形 芸能

71 行山流湧水鹿踊 遠野市宮守町達曽部涌水地区 行山流湧水鹿踊保存会 無形 芸能

72 湧水神楽 遠野市宮守町達曽部涌水地区 湧水神楽保存会 無形 芸能

73 小友町裸参り 遠野市小友町小友地区 小友町裸参り保存会 無形 風俗慣習

74 千本カツラ 遠野市小友町 32 地割 50 番地 小友町地域づくり連絡協議会 自然 植物

75 藤沢の滝 遠野市小友第一国有林内 小友町地域づくり連絡協議会 自然 地形

76 多賀神社と御神木 遠野市遠野町 5地割 87 番地 新町自治会 複合 有形・自然

77 加茂神社と御神木の桜 遠野市早瀬町 4丁目 5番地 25 遠野 13 区自治会 複合 有形・自然

78 羽黒堂と羽黒岩 遠野市綾織町新里 8地割 綾織町 1区自治会 複合 有形・無形・自然

79 見ざる・言わざる・聞かざるの石碑群と早池峰古道 遠野市附馬牛町東禅寺 3地割 附馬牛町 5区自治会 複合 複数の有形

80 角城館麓の神社群 遠野市土淵町栃内 25 地割 土淵町 5区自治会 複合 複数の有形

81 角羅神社 遠野市小友町 46 地割 127 番地 1 小友町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

82 村兵稲荷神社（金ヶ澤稲荷神社） 遠野市松崎町光興寺 3地割 45 番地 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

83 八坂神社 遠野市青笹町糠前 17 地割 54 番地 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

84 阿曽沼公歴代の碑 遠野市松崎町光興寺 3地割 9番地 1 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

85 飢饉の碑 遠野市松崎町光興寺 13 地割 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

86 清心尼公の碑 遠野市松崎町光興寺 2地割 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

87 小友村道路元標と追分の碑 遠野市小友町 16 地割 31 番地 1、58 番地 2 小友町地域づくり連絡協議会 有形 旧跡

88 早池峰　古の登山道 遠野市附馬牛町上附馬牛地区 附馬牛町 7区自治会 有形 旧跡

89 近江弥右衛門の墓 遠野市上郷町佐比内 32 地割 39 番地 上郷町地域づくり連絡協議会 有形 旧跡

90 砥森神社と本宮五輪塔 遠野市宮守町下宮守 31 地割 124 番地 新町自治振興会 有形 旧跡

91 太郎淵 遠野市松崎町光興寺 4地割 217 番地 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 その他

92 田屋の大杉 遠野市綾織町上綾織 10 地割 26 番地 綾織町 5区自治会 自然 植物

93 長松寺のしだれ栗 遠野市綾織町鵢崎 2地割 11 番地 52 綾織町 3区自治会 自然 植物

94 篠神社と桜 遠野市小友町 49 地割 121 番地 小友町地域づくり連絡協議会 複合 有形・自然

95 母也明神と巫女塚 遠野市松崎町松崎町 2地割 松崎町地域づくり連絡協議会 複合 複数の有形

96 横田城跡及び彼岸桜と山桜 遠野市松崎町光興寺 8地割 松崎町地域づくり連絡協議会 複合 有形・自然

97 駒木鹿子踊りと角助の墓 遠野市松崎町駒木地区／松崎町駒木 7地割 14 番地 松崎町地域づくり連絡協議会 複合 有形・無形

98 鹿込小学校跡地のイロハモミジと二宮金次郎像 遠野市宮守町下宮守 37 地割 2番地 2 鹿込地区自治振興会 複合 有形・自然

99 めがね橋周辺の景観 遠野市宮守町下宮守 30、31 地割 新町自治振興会・下郷地区自治会 複合 景観

100 綾織駒形神社 遠野市綾織町下綾織 31 地割 37 番地 綾織町 7区自治会 有形 建造物等

101 高坪の宇迦神社 遠野市小友町 24 地割 1番地 4 小友町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

102 諏訪神社 遠野市松崎町光興寺 2地割 6番地 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

103 倭文神社 遠野市土淵町土淵 18 地割 174 番地 土淵町 10 区自治会 有形 建造物等

104 安戸の正一位稲荷神社 遠野市青笹町糠前 34 地割 37 番地 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

105 平野原の神明神社 遠野市上郷町平野原 2地割 23 番地 平野原部落公民館 有形 建造物等

106 小友の水路供養塔 遠野市小友町 17 地割 小友町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

107 塚沢神社と奉安殿 遠野市宮守町下宮守 6地割 48 番地 5 塚沢自治会 複合 複数の有形
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108 綾織愛宕神社 遠野市綾織町上綾織 36 地割 12 番地 綾織町第４区自治会 有形 建造物等

109 繋稲荷神社 遠野市上郷町平倉１地割 62 番地 上郷８区自治会 有形 建造物等

110 石上神楽 遠野市綾織町鵢崎 石上神楽保存会 無形 芸能

111 石上不動岩幻の滝 遠野市綾織町鵢崎５地割蓬畑地区石上山内 綾織町第３区自治会 自然 地形

112 新山神社と御神木のヒバ 遠野市附馬牛町東禅寺７地割 93 番地２ 附馬牛町第５区自治会 複合 有形・自然

113 米通の山の神 遠野市土淵町栃内９地割 土淵町米通地区自治会 複合 有形・無形

114 六角牛神社 遠野市青笹町糠前 41 地割２ほか 上糠前自治会 複合 複数の有形・無形・自然

［編集・発行］遠野市文化政策部文化課　岩手県遠野市東舘町 3 － 9　TEL 0198 － 62 － 2340　［発行日］2012 年 3 月 30 日　［印刷］株式会社 東海印刷所




